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決　算　報　告　書

NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ

第  9期

自 令和2年 1月 1日

至 令和2年12月31日



（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 1,645,465 
   現金及び預金 43,673,260   預　り　金 1,196,559 
    現金・預金 計 43,673,260   留学預り金 20,551,312 
  （売上債権）   未払法人税等 71,000 
   売　掛　金 1,414,076    流動負債  計 23,464,336 
   未　収　金 6,350,009  【固定負債】
   未収還付法人税等 52   長期借入金 35,076,000 
   未収還付消費税等 872,176    固定負債  計 35,076,000 
    売上債権 計 8,636,313 負債合計 58,540,336 
  （棚卸資産）
   貯　蔵　品 12,500  【正味財産】
    棚卸資産  計 12,500   前期繰越正味財産額 7,908,668 
  （その他流動資産）   当期正味財産増減額 △ 11,549,711 
   仮　払　金 20,000    正味財産　計 △ 3,641,043 
    その他流動資産  計 20,000 正味財産合計 △ 3,641,043 
     流動資産合計 52,342,073 
 【固定資産】
  （無形固定資産）
   ソフトウェア 1,568,000 
    無形固定資産  計 1,568,000 
  （投資その他の資産）
   長期前払費用 224,700 
   保険積立金 764,520 
    投資その他の資産  計 989,220 
     固定資産合計 2,557,220 

資産合計 54,899,293 負債及び正味財産合計 54,899,293 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表
NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ
全事業所 令和2年12月31日 現在

資　産　の　部 負　債　の　部



  【流動資産】

    （現金・預金）

      現金及び預金 43,673,260 

        現金・預金 計 43,673,260 

    （売上債権）

      売　掛　金 1,414,076 

      未　収　金 6,350,009 

      未収還付法人税等 52 

      未収還付消費税等 872,176 

        売上債権 計 8,636,313 

    （棚卸資産）

      貯　蔵　品 12,500 

        棚卸資産  計 12,500 

    （その他流動資産）

      仮　払　金 20,000 

        その他流動資産  計 20,000 

          流動資産合計 52,342,073 

  【固定資産】

    （無形固定資産）

      ソフトウェア 1,568,000 

        無形固定資産  計 1,568,000 

    （投資その他の資産）

      長期前払費用 224,700 

      保険積立金 764,520 

        投資その他の資産  計 989,220 

          固定資産合計 2,557,220 

            資産の部  合計 54,899,293 

  【流動負債】

    未　払　金 1,645,465 

    預　り　金 1,196,559 

    留学預り金 20,551,312 

    未払法人税等 71,000 

      流動負債  計 23,464,336 

  【固定負債】

    長期借入金 35,076,000 

      固定負債  計 35,076,000 

        負債の部  合計 58,540,336 

        正味財産 △ 3,641,043 

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ

財　産　目　録
（単位：円）

令和2年12月31日 現在全事業所



【経常収益】

  【受取寄付金】

    受取寄付金 510,217 

  【事業収益】

    留学売上高 9,453,468 

    保険売上高 184,631 

    サポート売上高 1,489,475 

    教育事業売上高 250,002 

    その他売上 75,455 11,453,031 

  【その他収益】

    受取　利息 342 

    雑　収　益 12,623,980 12,624,322 

        経常収益  計 24,587,570 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 14,306,429 

      法定福利費(事業) 3,222,168 

      福利厚生費(事業) 291,516 

        人件費計 17,820,113 

    （その他経費）

      売上　原価 92,078 

      諸　謝　金 6,000 

      接待交際費(事業) 587,979 

      会　議　費(事業) 230,176 

      旅費交通費(事業) 722,723 

      通信運搬費(事業) 777,517 

      消耗品　費(事業) 360,390 

      水道光熱費(事業) 21,257 

      地代　家賃(事業) 1,870,736 

      減価償却費(事業) 395,780 

      長期前払費用償却費(事業) 70,000 

      保　険　料(事業) 220,690 

      租税　公課(事業) 9,150 

      教育訓練費(事業) 1,708,090 

      支払手数料(事業) 1,359,603 

      新聞図書費(事業) 73,667 

      支払寄付金 30,162 

      為替　差損 690,406 

      外　注　費(事業) 100,000 

      広告宣伝費(事業) 514,579 

        その他経費計 9,840,983 

          事業費  計 27,661,096 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当 5,412,750 

        人件費計 5,412,750 

    （その他経費）

      通信運搬費 160,812 

      水道光熱費 80,854 

      地代　家賃 1,622,400 

      諸　会　費 62,046 

      支払手数料 819,732 

      支払　利息 165,584 

        その他経費計 2,911,428 

活　動　計　算　書
（単位：円）

自 令和2年 1月 1日  至 令和2年12月31日NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ



活　動　計　算　書
（単位：円）

自 令和2年 1月 1日  至 令和2年12月31日NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ
    雑損失 81,007 

      管理費  計 8,405,185 

        経常費用  計 36,066,281 

          当期経常増減額 △ 11,478,711 

【経常外収益】

    経常外収益  計 0 

【経常外費用】

    経常外費用  計 0 

        税引前当期正味財産増減額 △ 11,478,711 

        法人税、住民税及び事業税 71,000 

          当期正味財産増減額 △ 11,549,711 

          前期繰越正味財産額 7,908,668 

          次期繰越正味財産額 △ 3,641,043 



（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取寄付金】
    受取寄付金 510,217 
  【事業収益】
    留学売上高 9,453,468 
    保険売上高 184,631 
    サポート売上高 1,489,475 
    教育事業売上高 250,002 
    その他売上 75,455 
  【その他収益】
    受取　利息 342 
    雑　収　益 12,623,980 
        経常収益  計 24,587,570 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 14,306,429 
      法定福利費(事業) 3,222,168 
      福利厚生費(事業) 291,516 
        人件費計 17,820,113 
    （その他経費）
        売上　原価 92,078 
      諸　謝　金 6,000 
      接待交際費(事業) 587,979 
      会　議　費(事業) 230,176 
      旅費交通費(事業) 722,723 
      通信運搬費(事業) 777,517 
      消耗品　費(事業) 360,390 
      水道光熱費(事業) 21,257 
      地代　家賃(事業) 1,870,736 
      減価償却費(事業) 395,780 
      長期前払費用償却費(事業) 70,000 
      保　険　料(事業) 220,690 
      租税　公課(事業) 9,150 
      教育訓練費(事業) 1,708,090 
      支払手数料(事業) 1,359,603 
      新聞図書費(事業) 73,667 
      支払寄付金 30,162 
      為替　差損 690,406 
      外　注　費(事業) 100,000 
      広告宣伝費(事業) 514,579 
        その他経費計 9,840,983 
          事業費  計 27,661,096 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 5,412,750 
        人件費計 5,412,750 
    （その他経費）
      通信運搬費 160,812 
      水道光熱費 80,854 
      地代　家賃 1,622,400 
      諸　会　費 62,046 
      支払手数料 819,732 
      支払　利息 165,584 
        その他経費計 2,911,428 
    雑損失 81,007 
      管理費  計 8,405,185 

NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ
自 令和2年 1月 1日  至 令和2年12月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



（単位：円）

全事業所
NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ

自 令和2年 1月 1日  至 令和2年12月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

        経常費用  計 36,066,281 
          当期経常増減額 △ 11,478,711 
【経常外収益】
  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

    税引前当期正味財産増減額 △ 11,478,711 
    法人税、住民税及び事業税 71,000 
      当期正味財産増減額 △ 11,549,711 
      前期繰越正味財産額 7,908,668 
      次期繰越正味財産額 △ 3,641,043 



（単位：円）

留学事業
【経常収益】
  【事業収益】
    留学売上高 9,453,468 
    保険売上高 184,631 
    サポート売上高 1,489,475 
    教育事業売上高 250,002 
    その他売上 75,455 
  【その他収益】
    受取　利息 335 
    雑　収　益 12,457,690 
        経常収益  計 23,911,056 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      給料　手当(事業) 14,306,429 
      法定福利費(事業) 3,061,058 
      福利厚生費(事業) 289,284 
        人件費計 17,656,771 
    （その他経費）
        売上　原価 92,078 
      諸　謝　金 6,000 
      接待交際費(事業) 256,002 
      会　議　費(事業) 215,900 
      旅費交通費(事業) 712,299 
      通信運搬費(事業) 748,252 
      消耗品　費(事業) 342,442 
      水道光熱費(事業) 21,257 
      地代　家賃(事業) 1,870,736 
      減価償却費(事業) 395,780 
      長期前払費用償却費(事業) 70,000 
      保　険　料(事業) 210,718 
      租税　公課(事業) 8,692 
      教育訓練費(事業) 1,702,166 
      支払手数料(事業) 1,359,551 
      新聞図書費(事業) 70,578 
      支払寄付金 28,653 
      為替　差損 690,474 
      外　注　費(事業) 100,000 
      広告宣伝費(事業) 505,034 
        その他経費計 9,406,612 
          事業費  計 27,063,383 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 5,142,112 
        人件費計 5,142,112 
    （その他経費）
      通信運搬費 152,771 
      水道光熱費 76,811 
      地代　家賃 1,541,280 
      諸　会　費 59,444 
      支払手数料 778,746 
      支払　利息 157,304 
        その他経費計 2,766,356 
    雑損失 76,957 
      管理費  計 7,985,425 
        経常費用  計 35,048,808 
          当期経常増減額 △ 11,137,752 
【経常外収益】
  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ
自 令和2年 1月 1日  至 令和2年12月31日

収益事業会計損益計算書



    税引前当期正味財産増減額 △ 11,137,752 
    法人税、住民税及び事業税 71,000 
      当期正味財産増減額 △ 11,208,752 
      前期繰越正味財産額 9,265,973 
      次期繰越正味財産額 △ 1,942,779 



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
　最終仕入原価法による原価法

(2).固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：法人税法の規程に基づいて定率法で償却をしています。
　無形固定資産：定額法

(3).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

財務諸表の注記
令和2年12月31日 現在NPO法人国際教育支援機構ｽﾏｲﾘｰﾌﾗﾜｰｽﾞ


